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要約筆記

1日入門講座

聴覚障害者へ文字で情報を伝える方法

を学びます。

 とき 11/20㈰10:00～16:00　

 ところ あいトピア　　

 定 員 10人（申込順）　 

 申込み 10/1㈯～11/13㈰に電話で

豊橋市社会福祉協議会（☎52・

1111）

オンライン

仕事と介護の両立支援セミナー

仕事と介護の両立ができる職場づくり

を学びます。

 とき 11/18㈮13:30～15:30

 対 象 中小企業の経営者・人事労務担

当者など

 講 師 永谷律子さん（よつば労務管理

事務所所長）　

 定 員 30人（申込順）

 その他 オ ン ラ イ ン 会 議 シ ス テ ム

「Webex」で受講

 申込み 11/11㈮までに申込書を愛知

県東三河総局産業労働課（☎

35・6116 54・7239）※申

込書は産業労働課窓口、ホーム

ページで配布

 問合せ 愛知県東三河総局産業労働課

（☎35・6116）、豊橋市商工業

振興課（☎51・2435）

  98645

おたまじゃくしの会

不登校やひきこもりの悩みを話し合い、

情報交換をします。

 とき 10/13㈭、11/10㈭13:30～

15:00

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 市内在住で、不登校やひきこも

りの子どもを持つ家族　

 申込み 随時、健康増進課（☎39・9145）

  6779

びはく

クロージングイベント

■美術館をキャンバスに

小・中学生が描いた大壁画を公開します。

 とき 10/15 ㈯、10/16 ㈰ 9:00 ～

17:00

■中庭デコレーション

中庭のガラスにシールやメッセージを

貼ってアート空間を作ります。

 とき 10/15 ㈯、10/16 ㈰ 9:00 ～

17:00

■小さな演奏会

 とき 10/15 ㈯、10/16 ㈰ 13:00、

14:00、15:00（各20分）

 出 演 前原本光（アコーディオン）、星

野紀子（ウクレレ）

■クロノさんと行く館内探検ツアー

　びはくの不思議を探せ

改修前の美術博物館を探検します。

 とき 10/16㈰13:30～15:00

 講 師 黒野有一郎さん（建築家）

 定 員 15人（申込順）

 申込み 10/4㈫9:00から電話で美術博

物館

［共通事項］

 ところ 美術博物館

 問合せ 美術博物館（☎51・2882）

新川小学校の壁画制作

催し・講座

明るい暮らしの消費者展

時代に合わせた消費者問題を、展示や

研究発表を通して学びます。

 とき 10/15㈯、10/16㈰10:00～

16:00

 ところ 市役所市民ギャラリー

 その他 小学生が対象の謎解きゲーム

を同時開催。正解者に景品あり

 問合せ 安全生活課（☎51・2304）

認知症座談会

介護の悩みを話し合おう

入浴やデイサービスの拒否などの悩み

を相談できます。

 とき 11/17㈭13:00～15:30

 ところ アイプラザ豊橋

 対 象 認知症の方の介護者

 講 師 伊苅弘之さん（福祉村病院副院長）

 定 員 10人（申込順）

 申込み 11/10㈭までに住所、氏名、電

話番号を南部地域包括支援セ

ンター（☎25・7100）

  24204
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ひとり親家庭生活支援講習会

■ひとり親とキャリア

 とき 11/26㈯10:00～12:00

 ところ こども若者総合相談支援セン

ター「ココエール」

 対 象 ひとり親家庭の親、離婚を考え

ている方　

 講 師 山口みのりさん（しんぐるまざ

あず・ふぉーらむ）

 定 員 20人（申込順） 

 その他 託児あり（11/18㈮までの予約制）

 申込み 随時、子育て支援課（☎51・

2320）　

  83069

認知症について学びましょう！

介護経験者の体験談を聞き、認知症サ

ポーター講座を受講します。

 とき 10/13㈭10:00～11:00　

 ところ つつじが丘地域福祉センター　

 対 象 市内在住・在学・在勤の方　

 講 師 田島章子さん（保護司）ほか

 定 員 40人（申込順）　

 申込み 10/12㈬までに住所、氏名、電

話番号を東部地域包括支援セ

ンター（☎64・6666）

 問合せ 長寿介護課（☎51・2339）

  88339

目指せベルマーク日本一！

1,000万ポイント

クイズなどを通して、親子でベルマー

クに親しみます。

 とき 10/16㈰10:00～16:00

 ところ 市役所喫茶コーナー

 その他 ベルマーク持参やクイズ参加で

プレゼントあり

 問合せ 教育政策課（☎51・2805）

  40141

ひとり親や寡婦のための

就業支援講習会

■調剤薬局事務講習 豊橋会場

 とき 来年 1/28～3/18 の土曜日

（2/11㈷を除く。全7回）

 ところ 中部コンピューター・パティシエ

専門学校

 定 員 20人（抽選）

 料 金 5,600円

 その他 一宮会場でも開催。日程など詳

細はホームページ参照

 申込み 10/31㈪～11/21㈪に子育て

支援課（☎51・2320）

  83065

生活・介護支援サポーター養成講座

高齢者の特徴と関わり方などを講義と

実習で学びます。

 とき 11/10～12/15の木曜日9:30～

12:30、11/11㈮～12/14㈬

に実習2時間（全7回）

 ところ コープあいち豊橋生協会館　

 定 員 20人（申込順）　

 その他 修了証を交付　

 申込み 11/2㈬までに、コープあいち

福祉サービス豊橋西（☎39・

7751）　

 問合せ 長寿介護課（☎51・3134）

  69248

とよはしインターナショナル

フェスティバル2022

世界各国のダンスや音楽、グルメなど

が楽しめます。

 とき 11/6㈰10:00～16:00 

 ところ まちなか広場、emCAMPUS 

EAST

 問合せ 豊橋市国際交流協会 （☎55・

3671）

催し・講座

あゆみの会　

神経系難病患者・家族のつどい

スマートフォンの基本的な操作や、防

災アプリの使い方を学びます。

 とき 11/11㈮10:00～11:30

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 市内在住の神経系難病の方と

家族　

 講 師 愛知県高齢者デジタルサポーター 

 持ち物 スマートフォン

 申込み 11/10㈭までに電話で健康増

進課（☎39・9140）

  6770

森林間伐作業講座

間伐の基礎知識とチェーンソーの使い

方を学びます。

 とき 11/26㈯8:30～16:00（雨天

順延11/27㈰）　

 ところ 石巻萩平町の山林　

 講 師 とよはしきこり隊ほか　

 定 員 15人（抽選）　

 申込み 11/2㈬（必着）までに、はがき

で講座名、参加者全員の住所・

氏名・年齢・血液型・電話番号・

チェーンソーの使用経験・自身

でチェーンソーを所有している

場合は持参の可否を農業支援課

（〒440-8501住所不要☎51・

2475）※ホームページからも

申し込み可

  80011
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神田ふれあいセンター交流事業

設楽のいも煮会体験

いも煮会や、こんにゃく作りを通して地

元の方と交流します。

 とき 11/13㈰10:45～15:00

 ところ 神田ふれあいセンター（設楽町

神田）

 対 象 市内在住・在学・在勤の方

 定 員 10組（抽選）

 料 金 1,000円

 その他 集合・解散は神田ふれあいセンター

 申込み 10/14㈮までにホームページ

で必要事項を入力

 問合せ 生涯学習課（☎51・2846）

  5270

東三河交流事業市民活動見学

どすごいバスツアー

田原市のNPO法人が行う環境保全活

動を体験し、交流します。

 とき 11/12㈯10:00～15:00

 ところ 田原市西ノ浜の森ほか

 対 象 東三河地域で市民活動をして

いる方、市民活動やボランティ

アに興味のある方

 講 師 環境ボランティアサークル亀の

子隊

 定 員 30人（先着順）

 その他 集合・解散は豊橋駅

 申込み 10/21㈮までに市民協働推進課

（☎51・2483）　

  97866

豊橋ハリストス正教会 

保存修理工事の現場見学会

保存修理工事が進む教会聖堂の、基礎

補強の現場などを見学します。

 とき 10/29㈯10:30、13:00、14:30

（各60分）

 定 員 各20人（抽選）

 申込み 10/14㈮（必着）までに返信先

明記の往復はがき（1枚2人ま

で）でイベント名、第1・2希望時

間、参加者全員の住所・氏名・年

齢・電話番号を文化財センター

（〒440-0897松葉町三丁目1

☎56・6060）

東三河8市町村の

イベント情報を

紹介します。

2022年

〜DA MONDE TRAIL
10/23㈰

愛知県民の森

奥三河の森や山での暮らしを体感でき

るトレイルランニングです。

Damonde　☎090・1474・9355

第10回いも煮会 IN 茶臼山
10/9㈰

茶臼山高原

村で採れた里芋を直径2mの鍋で煮たいも

煮を、地元の方が振舞います。

茶臼山高原協会　☎0536・87・2345

新城市

ごせんだらまつり
12/31㈯

伊良湖神社

火の粉を浴びて身を清め、新しい年の平安

を祈る火祭りです。

渥美半島観光ビューロー　☎0531・23・3516

田原市

豊川稲荷秋季大祭（鎮座祭）
11/19㈯、11/20㈰

豊川稲荷

神
み こ し と ぎ ょ

輿渡御や稚児行列が賑やかに行われる、

豊年に感謝する祭りです。

豊川市観光協会　☎0533・89・2206

豊川市

豊根村

参
さんぞろ

侯祭
11/12㈯

三都橋津島神社

七福神と称
ね ぎ

宜の問答や、軽妙で愉快な舞で

観客を沸かせる祭りです。

設楽町観光協会　☎0536・62・1000

設楽町

12月

10月
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